
資料７

ＥＵ 英国 スイス 米国 カナダ

理事会指令
アニマルウェルフェア規則
(Welfare of Farmed Animal

Regration)

動物保護令
(Animal Protection Orders)

採卵鶏 ○ ○ ○

ブロイラー ○ ○ ○

豚 ○ ○ ○

乳用牛

肉用牛

馬

ウェルフェア規約
（Welfare Codes)

各生産者団体により
策定

家畜の飼養管理に関する
自主的行動規範

環境・食糧・地域開発省 生産者団体 全国ｱﾆﾏﾙｳｪﾙﾌｪｱ評議会

（ＤＥＦＲＡ）  （構成）

政府、生産者団体

流通小売団体、輸送団体

加工団体、ｳｪﾙﾌｪｱ団体等

採卵鶏 ○ ○ ○

ブロイラー ○ ○ ○

豚 ○ ○ ○

乳用牛 ○ ○

肉用牛 ○ ○

馬 ○

○

○

○

畜種別
策定状況

○

法律に基づく基準等

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ガイドライン等

策定者

各州の法令 各州の法令

○

諸外国におけるアニマルウェルフェアに関する基準等の策定状況について

法
律

法律
農業目的で飼養される
動物の保護に関する

欧州協定

アニマルウェルフェア法
（Animal Welfare Act)

アニマルウェルフェア法
（Animal Welfare Act)

畜種別
策定状況

子牛のみ ○

豪州

各州の法令

　獣医師　等

　ｳｪﾙﾌｪｱ団体、研究者

　政府、生産者団体

 （構成）

第一次産業省

モデル規則



英国

作成機関 欧州連合理事会 環境・食糧・農村地域省 肉用牛協会

laying down minimum standards
for the protection of calves

Code of Recommendations for the
Welfare of Livestock: Cattle

The Cattle Industry's　Guidelines
for the Care and Handling of
Cattle

子牛の保護のための 低基準
家畜のウェルフェアに関する推奨
コード：
牛

牛の飼養管理および取扱いに関
する牛産業界のガイドライン

内容 第１条（子牛の保護のための 低
　　　　　基準）

第２条（定義）

第３条（保証する事項、適用範囲）

第４条（付属書の扱い）

第５条（付属書の修正法）

第６条（欧州委員会の報告義務）
　
第７条（調査の実施）

第８条（輸入子牛の扱い）

第９条（獣医学専門家の現地検査）

第10条（食品生産流通･動物衛生
　　　　　 常任委員会の補助）

第11条（加盟国における発効）

第12条（本指令の発効）

（付属書）
第１項　施設の素材
第２項　施設の安全性
第３項　環境
第４項　設備の点検及び管理
第５項　照明
第６項　子牛の観察及び傷病への
　　　　　対応
第７項　牛舎の構造
第８項　哺乳時以外の繋留禁止
第９項　洗浄及び消毒
第10項　床の設計（敷料）
第11項　飼料
第12項　給餌
第13項　給水
第14項　給餌・給水器の管理
第15項　牛免疫ミルクの給与

はじめに
緒論
第1章　全ての牛に係る事項飼養者
　　・一般原則・観察
　　・取扱い　　　 ・農場からの輸送
　　・個体識別　　・毛刈り
　衛生
　　・一般原則
　　・ボディコンディションスコア
　　・バイオセキュリティ
　　・歩行異常（跛行）
　　・外部寄生虫　　・内部寄生虫
　　・ワクチン接種及び治療の装備
　　・法定伝染病
　　・疾病及び傷害を受けた動物
　　・発育不全の動物
　　・記録の保存・給餌及び給水
　畜舎
　　・一般原則・通路及び牛床
　　・収容面積・換気
　　・照明
　設備の点検及び管理
　管理
　　・一般原則・壁及び生け垣
　　・有害な雑草
　　・火災及びその他の緊急事態の
　　 予防
第2章　特殊な事項
　妊娠及び分娩
　子牛育成
　　・一般原則　  　・観察
　　・疾病及び傷害を受けた子牛
　　・給餌、給水　　・畜舎
　　・移動及び販売される子牛
　　・去勢        　　・除角
　　・乳頭数
　育種動物
　　・育種　　　・観察
　　・管理　　　・自然交配
　　・人工授精及び胚移植
　　・超音波スキャニング
　　・雄牛のペン
　乳牛
　　・一般原則　　　・乳房炎
　　・ロボット搾乳
（付録）
有用な出版物

緒言
給餌および栄養
　肉用母牛の給餌ガイドライン
　育成牛の給餌ガイドライン
  肥育牛の給餌ガイドライン

疾病予防および健康ケア
　母牛
　子牛
　育成牛および肥育牛

識別

牛の取扱い

市場

輸送

歩行困難牛

安楽死

ヒートストレス処置

放牧地・ヒートストレス処置

自己評価
　　牛のコンフォート
　　給餌
　　歩行困難牛
　　牛治療プログラム
　　健康ケア
　　牛取扱い
　　輸送および設備
　　記録保持
　　訓練

諸外国における肉用牛の規則等について

タイトル

国名
EU

米国



第一次産業常任委員会 カナダ農産物評価委員会 国立アニマルウエルフェア諮問委員会

Model Code of Practice for the
Welfare of Animals
Cattle

Reommended code of practice for
the care and handling of farm
animals

Sheep　＆　Beef　Cattle
 Animal　Welfare（Sheep　＆　Beef
Cattle）
Code　of　Welfare　2008　Public　Draft

アニマルウェルフェアに関するモデル
コード
牛

家畜の飼養管理および取扱いに関
する慣行推奨コード　　肉用牛

羊および肉用牛　アニマルウエルフェ
ア（羊および肉用牛）
2008年のアニマルウエルフェアコード
草案

はじめに
緒言
第１章　畜舎
　
第２章　飼料及び水

第３章　放牧

第４章　子牛及び若齢牛の飼養管理

第５章　群管理
　
第６章　輸送

第７章　繁殖管理

第８章　群管理

第９章　群健康管理

第10章　動物の治療

第11章　識別

第12章　積み込みおよび農場から
　　　　　 農場輸送

第13章　残酷および無視

第14章　フィードロット

第15章　コマーシャル輸送

第16章　オークション市場

第17章　解体場

付録１　風の冷却効果
付録２　肉用牛の畜舎における 小の
　　　　　収容面積
付録３　各種のタイプの車の荷重基準
付録４　緊急時の処置（輸送）
付録５　トラックによる家畜輸送
付録６　取扱い施設
付録７　逃避ゾーンの概略図
附録８　参加者

１　緒言
　1.1　このウエルフェアコードの目的は
        何か？
　1.2　誰がこのコードを適応するのか？
　1.3　どの動物がこのコードを適応する
        のか？
　1.4　もし私がこのコードの 低基準に
        従わなかった場合何が起こるの
        ですか？
　1.5　このコードは他のウエルフェアコード
        との関係は何か？
２　畜産経営および動物取扱い
　2.1　畜産経営者
　2.2　動物取扱い
　2.3　牛集めおよび牛追い
　2.4　給餌場および施設
３　飼料および給水
４　シェルター
５　行動
６　健康、傷害および疾病
７　畜産慣行
　7.1　選抜および交配
　7.2　羊出産および子牛出産
　7.3　人工的な出産
　7.4　離乳
　7.5　動物識別
　7.6　毛を刈ること
　7.7　ハエの被害予防
　7.8　集約的システム
　7.9　プレ-輸送選抜
　7.10　緊急安楽死

付録Ⅰ　羊のボディコン
　　　　　　ディションスコア
付録Ⅱ　肉用牛のボディ
　　　　　　コンディションスコア
付録Ⅲ　羊および牛の飼料
　　　　　　および水の要求量の
　　　　　　一般的なガイドライン
付録Ⅳ　飼槽またはフィードロット
　　　　　に関する羊および肉用牛
　　　　　のスペース要求量の
　　　　　一般的なガイドライン
付録Ⅴ　解説および定義
付録Ⅵ　法的な要求事項
付録Ⅶ　ウエルフェアのコード類

はじめに
緒論
１　基本的な要求
　　・水
　　・空気の質
　　・飼料
　　・干ばつへの対応
　　・天候及び捕食者からの保護
２　集約的な牛システム
　　・一般原則
　　・牛フィードロット
３　子牛の人工的な育成
　　・衛生
　　・群飼
　　・牛舎
　　・収容面積
　　・初乳の給与
　　・離乳
　　・スキムミルクの給与
４　設備
　　・各畜舎に関する注意点
５　管理
　　・一般原則
　　・観察
　　・搾乳
　　・去勢
　　・卵巣除去
　　・断尾
　　・個体識別
　　・除角
　　・交配
　　・分娩及び離乳
　　・子牛の市場
６　健康
７　放牧
８　雌牛
９　人道的なと畜

（付録１）　家畜への給水
（付録２）　飼料要求量

カナダ ニュージランド豪州



理事会 英国（理事会指令が前提）

観察
・観察回数の設定
 （舎飼い、屋外飼育）

・観察回数の設定（舎飼い、屋外飼
 育、泌乳牛及び分娩の近い牛）
・観察のポイント
 （家畜の状態、異常行動等）

・観察を適宜実施 ・観察回数の設定（舎飼い、放牧）
・子牛は毎日観察
・目視検査を容易に実施

・観察回数の設定（舎飼い、放牧）

記録
・必要（治療、死亡数、泌乳量等）
・３年間の保持義務

・必要（健康データ、治療記録等）
・少なくとも３年間保持

・治療記録および健康データ ・正確なデータ記録保持

・子牛への口輪の禁止

・動物を静止させる目的での電気
 ムチの使用禁止
・移動における突き棒（電気等）の
　使用は条件付きで容認
・機械による牛の持ち上げ禁止

・飼養管理および取扱いの訓練お
 よび教育の実施
・電気ムチの使用を 小限
・牛用ムチを目、乳房、外陰部への
 接触禁止
・虐待禁止

・拘束は 小限
・苦痛を与えない
・移動における突き棒（電気等）の
 使用は条件付きで容認

・人道的な取扱い
・電気ムチ使用禁止
・放牧牛の取扱い注意事項
・出産時の注意事項

・フィードロットおよび放牧での飼養
 方法の注意事項
・苦痛および危険を 小限
・密飼いの禁止
・移動における突き棒（電気等）の
 使用は回避

・蹄の健康モニタリングの実施

・必要な場合に雌牛のみ実施可能
・生後6ヵ月以内に実施
・陰部が隠れる長さを残す
・麻酔下で実施

・生後1週間以内に実施
・2ヵ月齢以上の子牛は麻酔下で
 実施

・生後120日前に実施
・500ポンド以下で実施
・卵巣除去には局部麻酔

・6ヵ月齢以下の子牛に限定
・ゴム環による去勢は2週齢までに
 実施

・離乳前の早期に実施
・適切な器具および認定された技
 術で実施

・若齢時に実施、6ヵ月齢前を推奨
・6ヵ月齢以上は麻酔下で実施

・日常的な除角は推奨されない
・生後2か月齢以内の実施を推奨
・麻酔下で訓練された者が実施
・化学的方法ではなく焼きごてを
 推奨

・日齢120日前後で実施
・角根本1インチ以下で実施

・なるべく離乳前に実施
・麻酔なしの実施は6か月齢以下に
 限る
・12か月齢以上の実施は推奨され
 ない

・離乳前に獣医師と相談して実施

・苦痛を伴わない方法で実施
・9ヵ月齢前の若齢で実施
・9ヵ月齢以上は麻酔下で実施
・摘芽は7～10日を推奨

・法律による耳標装着義務
・個体識別すべき
・焼きごて禁止
・再焼き印は禁止

・状況により焼き印許容
・腐食剤による烙印禁止

・焼き印は必要
・再焼き印は排除
・苦痛を伴わない方法で実施

・焼き印は苦痛軽減
・耳組織の削除は10％以下

・交配時の注意事項
 （自然交配、人工授精、胚移植）

・雄牛の繁殖能力の検定
・人工授精、胚採取等は州法に
 従って実施
・繁殖時の注意事項

・雄牛選択時の注意事項
・種雄の選抜
・種付けは10頭以下
・繁殖時の注意事項

・病気、事故への迅速な対応、獣
 医師への相談

・病気、事故への迅速な対応、獣
 医師への相談
・ボディコンディションスコアの導入
・バイオセキュリティの導入
・必要に応じて安楽死

・疾病予防慣行の用意
・健康管理および診断と治療プロ
 グラムの作成
・呼吸器疾患ワクチネーションの
 実施
・必要に応じて人道的な安楽死

・病気、事故への迅速な対応、獣
 医師への相談

・病気、事故への迅速な対応
・健康管理プログラムの作成
・休薬気管の厳守

・健康管理プログラムの作成
・ワクチネーションの導入
・病気、事故への迅速な対応、獣
 医師への相談

・適切な清掃及び消毒
・糞尿、餌の食べこぼしの清掃

・適切な清掃及び消毒
・糞尿の管理の適正化
・泥の蓄積を避ける

・定期的な清掃
・給餌・給水器は毎日清掃
・糞尿は頻繁に除去し清潔に維持

・肉食動物からの保護 ・肉食動物からの保護 ・齧歯類及び病害虫の侵入防止

・無用な苦悩、苦痛及び傷害を与
 えないこと

・苦痛と疾病の初期サインの認識 ・家畜の基本的要求事項
・家畜の基本的要求事項
 （特に家畜の取扱いが重要）
・飼育管理担当者の心構え

・アニマルウエルフェアの遵守

諸外国における肉用牛の規則等の策定内容

⑧交配

②牛の取扱い

カナダ

③蹄の管理

⑤去勢

米国 豪州 ニュージランド

⑩牛舎等の清掃・
消毒

EU

⑥除角

⑦個体識別

④断尾

⑪有害動物等の防
除・駆除

⑫管理者等のアニ
マルウェルフェアへ
の理解促進

１　管理方
法（舎飼
い、フィー
ドロット、
放牧を含
む）

①観察・
記録

⑨病気、事故等の
措置



理事会 英国（理事会指令が前提）
カナダ米国 豪州 ニュージランド

EU

・年齢、体重、運動及び生理的要
 求に応じた給餌
・鉄分の含有量
・繊維質飼料の給与量

・年齢、体重、運動及び生理的要
 求に応じた給餌
・鉄分の含有量
・繊維質飼料の給与量
・搾乳牛の給餌方法

・NRC飼養標準および栄養コンサ
 ルタントの推奨
・水要求量（ステージ別）
・ボディコンディションスコアの導入

・年齢、体重、気候条件等に応じた
 給餌
・年齢、体重、飼料等に応じた給水
 （ステージ別飲水消費量）

・NRC飼養標準

・各種要因を考慮した給餌、給水
 方法
・飼料・水に毎日アクセスが可能
・ボディコンディションスコアの導入

・汚染を 小限にする給餌、給水
器具
 の製造、配置及び維持管理

・汚染を 小限にする給餌給水器
具
 の製造、配置及び維持管理
・薬物の給与禁止

・飼料の検査の実施
・汚染を 小限にする給餌
・給水器具の製造、配置及び維持
 管理

・有害物質の除去
・飲水中のミネラル塩

・動物に害のない飼料給餌
・成長促進剤は政府認定品

・給餌の変更は徐々に実施
・有害物質の除去

給餌
・給餌回数の設定
・群飼で制限給餌の場合は、群内
 の子牛が同時に　採食可能

・給餌回数の設定
・乳牛の給餌方法（粗飼料自由摂
 取、濃厚飼料4㎏/回上限）

・配合方法および給餌プログラム
 の作成
・24時間以上の絶食禁止

・48時間（子牛は24時間）以上の
 絶食禁止

・24時間以上の絶食禁止
・競合を避ける餌槽ｽﾍﾟｰｽの確保
・子牛の給餌方法

・48時間（子牛は24時間）以上の
 絶食禁止
・自動給餌器のチェック

給水

・2週齢以降の子牛は、水分要求
 量を満たせる水にアクセス可能
・暑熱条件、疾病の子牛は常に水
 にアクセス可能

・十分な給水
・十分な数の給水器の設置
・24時間以上の給水中断禁止

・24時間（泌乳中は12時間）以上の
 絶水禁止

・12時間以上の絶水禁止
・1日1回は点検

・24時間（泌乳中は12時間）以上の
 絶水禁止
・給水器のチェック

・生後6時間以内に給与
・生後6時間以内に給与
・2週齢以上は繊維質飼料を給与

・適切な栄養前離乳食によりストレ
 スを軽減する
・放牧牛への初乳給与

・生後6時間以内に給与
・少なくとも2リットル給与
・3週齢頃から乾草ﾍﾟﾚｯﾄ等を給与
・3週齢以内の牛乳代替品の給与
 禁止
・離乳は3週齢から可能
・ホワイトヴィールタイプの飼料給
 与禁止

・生後4時間以内に給与
 （3日間給与）
・少なくとも1.5～2リットル給与
・少なくとも4週齢までに固形飼料
 を給与

・生後6時間以内に給与
・少なくとも4日間給与
・１日当たり体重の10～12％（4リッ
  トル）給与
・胃チューブは熟練者が実施

設計

・施設に求められる要件（素材）
・物理的、温度的に快適
・排水が十分で清潔な寝場所
・支障なく横たわり、休息、起立、毛
 づくろいが可能
・子牛同士の直接的な接触が可能
 （ペンの壁には隙間を設ける）

・施設に求められる要件（素材）
・排水が十分で清潔な寝場所
・広い通路
・十分な広さの牛床
・他の動物からの保護

・施設に求められる要件
 （突起物等の除去）
・排水が十分で清潔な寝場所
・各飼養方式に関する注意事項

・施設に求められる要件（ 小限の
 ストレス、苦痛、疾病）
・極端な天候、捕食者からの保護
・各畜舎に関する注意点
・子牛同士の接触が可能

・施設に求められる要件（動きの自
 由、突起物等の除去）
・適切な修繕

・施設に求められる要件（突起物等
 の除去）
・快適に休息し、横になれるｽﾍﾟｰｽ
・敷料はシェルター脇に置く
・危険な牛は別飼い

床
・快適な構造
・生後2週齢未満は敷料が必要

・牛床は敷料を用いる又は十分
 な排水が必要

・滑らない構造
・適切に排水
・泥の床は好ましくない

・滑らない構造
・十分な排水が必要
・コンクリート床は好ましくない
・子牛は敷料が推奨される

・十分な排水が必要
・洗浄、消毒が可能で毒性のない
 もの
・ペンの床は舗装し傾斜は2～4%

・十分な排水が必要
・滑りにくい構造
・子牛は軟らかい敷料が推奨され
 る

子牛

・繋ぎ飼い禁止（ほ乳時の１時間以
 内の繋留は可能）
・生後8週齢以降の単飼ペン禁止
・飼養スペースの設定
 （単飼ペン、群飼）
・向きを変え、横たわることが可能
 なスペース

・繋ぎ飼い禁止（ほ乳時の１時間以
 内の繋留は可能）
・生後６週齢以降の単飼ペン禁止
・飼養スペースの設定
 （単飼ペン、群飼）
・向きを変え、横たわることが可能
 なスペース

・放牧牛：快適、社会性および環境
 管理のための適切なスペースが
 必要

・疾病予防対策で必要な場合を除
 き、群で飼育
・飼養スペースの設定
 （ペン、群飼）
・横たわることが可能なスペース

・単飼容認
・横たわることが可能なスペース

・疾病予防対策で必要な場合を除
 き、群で飼育
・フィードロット飼養スペースの設定
・横たわることが可能なスペース

雌牛

・環境、年齢、性、生体重、行動学
 的必要性、群の大きさ、角の有無
 専門家の助言等を考慮し、個別
 に設定

・放牧主体：出産季節前はBCS4を
 推奨

・繋ぎ飼い禁止
 （一時的な繋留を除く）

・自然交配または人工授精
・拘束器具の使用

雄牛

・休息区域のスペース設定
・運動場がない場合及び交配場所
 として使用する場合は、休息区域
 の2倍の運動区域が必要

・横たわることが可能なスペース

３　牛舎
①飼養方
式

②構造

③飼養ス
ペース

２　栄養
①必要栄養量・飲
水量

②飼料・水の品質
の確保

③給餌・
給水方
法

④初乳、子牛の給
餌



理事会 英国（理事会指令が前提）
カナダ米国 豪州 ニュージランド

EU

・ヒートストレスからの保護 ・暑熱及び寒冷ストレスからの保護
・健康な子牛は低温に容易に耐え
る

・暑熱及び寒冷ストレスからの保護
・水スプレイ器等の設置

・子牛にとって害のない範囲 ・子牛にとって害のない範囲

・粉塵、有害物質の濃度は害のな
 い範囲
・粉塵への対応
 （スプリンクラー、 細霧装置）
・集約的な飼養方式は換気装置が
 必要

・適切な換気
・ウインドウレス牛舎における換気
 量の設定
・冬の牛舎内の相対湿度の設定

・集約的な飼養方式は換気装置が
 必要
・アンモニアガスは25ppm以下

・子牛の行動的及び生理的な欲求
 を満たす光の確保
・人工光における照明時間の設定
・常に子牛を観察できる適切な照
 明が必要

・牛がお互いを認識できる明るさ
・照明時間の設定

・子牛への十分な照明が必要
・容易に観察できる照明が必要 ・子牛への十分な照明が必要

・20～50ルックス

・過度の騒音禁止

・毎日点検
・欠陥への対応
 （修理、予備システム）
・警報装置の設置

・毎日点検
・警報装置の設置

・機械および電気的な装置の安全
 確認

・バックアップシステムの設置
・定期的に点検
・警報装置の設置
・バックアップシステムの設置

・バックアップシステムの設置

・非常時の対応計画の作成
・Defraの小冊子参照「畜産農場に
 おける非常事態」、「農場火災」

・干ばつへの対応
 （移動、販売、と畜）
・自然災害への対応計画の作成

・非常時の対応計画の作成
・干ばつへの対応
 （移動、販売、と畜）
・自然災害への対応計画の作成

①熱環境（温度・湿
度）

５　その他 ①設備の点検・管
理

②緊急時の対応

４　牛舎の
環境

②換気

④騒音

③照明
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